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抄録：リンパ管の走行中に不定に存在するリンパ節
は介在リンパ節と呼ばれ，舌の介在リンパ節は特に
舌リンパ節と呼ばれる。今回われわれは，術後１ヶ
月以内という非常に早い時期に舌骨傍舌リンパ節に
転移を認めた予後不良舌癌を経験したので，文献的
考察を含めこれを報告する。症例：４１歳男性，左側
舌癌（扁平上皮癌，TNM分類；T４aN２bM０，病
期；stageⅣA）の診断下に根治手術施行。術後３週
目に舌骨傍舌リンパ節への転移を認めた。分子標的
薬併用放射線療法（Bio-Radiation therapy）を行うも
術後８ヶ月後に全身に転移を認め死亡の転機をた
どった。舌癌高度進展症例においては，頸部郭清術
に舌骨傍舌リンパ節郭清を加えるかを，考慮する必
要がある。

緒 言

リンパ管の走行中に不定に存在するリンパ節は介
在リンパ節と呼ばれ，舌の介在リンパ節は特に舌
リンパ節と呼ばれる。Rouvière の舌リンパ分類で
は１），舌中央部で両側オトガイ舌筋間に存在する正
中舌リンパ節と，オトガイ舌筋あるいは舌骨舌筋外
側に存在する外側舌リンパ節に区分されている。こ
れに加え近年では，舌動脈の走行に沿った，舌骨大
角周囲深層の副咽頭間隙下端に存在する介在リンパ
節が指摘され，これらは舌骨傍リンパ節と呼ばれて
いる２－５）。今回われわれは，術後１ヶ月以内という

非常に早い時期に，舌骨傍舌リンパ節に転移を認め
た予後不良舌癌を経験したので，文献的考察を含め
これを報告する。

症 例

症 例：４１歳，男性
既往歴：高血圧症
現病歴：２年ほど前に左側舌縁を誤咬。以来，左舌
縁部の咬傷が完全に治癒しない状態であった。２－
３カ月前より同部潰瘍の疼痛と出血を自覚。近歯科
医院を受診し，精査加療目的に当科紹介を受け初診
来院された。
初診時口腔内所見：左舌縁部に約６０mm×３５mm大
の周囲硬結を伴う潰瘍性病変を認めた（図１）。
同日に造影CT撮影，組織生検施行。

組織生検：中分化型扁平上皮癌
臨床診断：左側舌癌（扁平上皮癌，TNM分類；T４
aN２bM０，病期；stageⅣA）

治療および経過

XX００年４月当科初診，組織生検，造影CT，造
影MRI，PET-CT，上部消化管内視鏡施行（図２）。
左舌扁平上皮癌（TNM分類；T４aN２bM０，病期；
stageⅣA）の診断下に手術の方針となる（図３）。
XX００年５月全身麻酔下に気管切開術，舌亜全摘，
両側機能的頸部郭清術（米国対がん合同委員会；
AJCC分類：右側 LevelⅠ～Ⅲ領域，左側 LevelⅠ
～Ⅴ領域を郭清），腹直筋遊離皮弁による再建術を
施行した。なお，右側頸部郭清は，組織再建手術で
利用する血管確保を目的とした予防郭清であり，内
頸静脈は右側のみ保存した。
切除標本における病理組織学的診断は，病理組織
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図１ 初診時口腔内・画像初見：左側舌縁部に６０mm×３５mm大の潰瘍性病変
を認めた。舌正中におよぶ腫瘍を認める（▲矢印）。造影MRI，PET-CT
では腫瘍本体と，転移性リンパ節にフルオロデオキシグルコース（FDG）
の集積を認める。

図３ 術前組織生検病理像：腫瘍細胞は中分化型で，腫瘍胞巣の形成は乏しく，びまん性の進
展様式であった。

図２ 術前造影CT画像（上段：横断像・下段：冠状断像）：画像検索にて，舌正中におよぶ腫
瘍の進展と，領域リンパ節転移を認めた（左・中央▲矢印）。術前のCTでは傍舌骨に明ら
かな腫瘤は認めていない（右▲矢印）。

３４０ 鈴木，他：早期に舌骨傍舌リンパ節へ転移を認めた舌癌
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系：扁平上皮癌，分化度：中等度（Grade２），腫瘍
径：６０×３５mm，腫瘍深達度：１９mm，脈管浸潤：
リンパ管浸潤（ly１）・血管浸潤（v１）・神経周囲浸
潤（neu１），浸潤様式：山本小浜分類索状型（YK-４
C），水平断端陰性（pHM０），垂直断端（pVM０），
郭清リンパ節：病理学的頸部リンパ節転移（pN２
b：８個／６４個），節外浸潤陽性２個（いづれも左側
上内頸静脈リンパ節：LevelⅡ領域）であった。な
お，切除病理標本で腫瘍本体は，顎舌骨筋の上面で
一部浸潤を認め，節外浸潤陽性頸部リンパ節は，皮
膜を破壊するも周囲脂肪組織へのびまん性浸潤はな
かった（図４，５）。
以上の結果より，NCCN（National Comprehensive

Cancer Network）ガイドラインに準じ，再発・転移
の高リスク症例と考え，術後の後治療の方針とな
り，XX００年６月に当院放射線治療部に併診依頼し，
早期の化学放射線併用療法（Concurrent Chemo Ra-
diation Therapy：以下 CCRT）を計画した。この際
にはNCCNガイドラインに準拠しシスプラチン
（Cisplatin：以下 CDDP）１００mg／m２併用レジメンを
計画していた。しかし，術後３週間後に撮影した放
射線治療のためのシミュレーションCTにて，術前
の画像検査では認めていなかった，左側舌骨近傍
にリング状像影効果を呈する腫瘤の存在を認めた
（図６）。転移性病変と膿瘍の鑑別を目的に，超音
波エコーガイド下に穿刺吸引細胞診（Fine Needle
Aspiration-biopsy：以下 FNA）を施行。病理検査に
て扁平上皮癌の診断を得た（図７）。
これにより，早期に舌骨傍舌リンパ節に転移した

切除不能再発口腔癌と再診断した。治療態度を，術
後再発高リスク群に対する後治療から，切除不能再
発症例に対する非根治的治療へと変更した。
化学療法のレジメンはCDDPから分子標的薬の

セツキシマブ（以下Cetuximab）に変更，CCRTを
分子標的薬併用放射線療法（Bio-Radiation therapy
以下 BRT）へと変更した。XX００年６月よりBRT
（週ごとのCetuximab：初回４００mg／m２，２回目以
降２５０mg／m２）を開始，放射線治療はTotal：７０Gy／
４５fr 切除断端および全頸部に対して照射，Cetuxi-
mab）は合計８周期投与した。Cetuximab 投与時に
Infusion Reaction などの有害事象は発生しなかっ
た。分子標的薬併用放射線療法の治療効果として，
XX００年９月に撮影したCTでは舌骨傍舌リンパ節

図４ 切除検体：切除検体で６０mm大の潰瘍形成をともなう腫瘍であった。切
除舌を断面的切り出し方法にて切り出した。

図５ 節外進展陽性転移性リンパ節の病理像：転移リンパ節
は被膜外浸潤を認め，顎下腺被膜に浸潤していた。周囲
脂肪組織へのびまん性な腫瘍浸潤はなかった。
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は完全奏効（Complete Response：CR，RECISTガ
イドラインVer．１．１２００９）となった。
しかし，XX００年８月，分子標的薬併用放射線療

法終了後の造影CT撮影にて，左側気管傍リンパ節
の腫大を認め，気管傍リンパ節転移の診断下に全身
化学療法の選択となった（図８）。この際，患者様は
外来通院での治療を希望されたため，化学療法のレ
ジメンは，骨髄抑制などの副作用が比較的少ないと
される，週ごとのCetuximab ２５０mg／m２＋パクリ
タキセル（以下 Paclitaxcel）l８０mg／m２の分子標的薬
併用化学療法（Bio-Chemotherapy 以下 BCT）を選択
した。BCTは逝去される直前のXX０１年２月まで
に全２３周期施行した。
XX００年１１月に撮影した経過CTでは，肺転移を

図６ 放射線治療目的に撮影したCT画像：術後４週目に撮影した放射線治療
シミュレーションCTにて，舌骨大角近傍に周囲増強（Rim-enhance）をと
もなう腫瘤を認めた（▲矢印）。

図７ 舌骨近傍腫瘤の穿刺吸引細胞診（FNA）像：核腫大と
不整をともなう癌細胞を認め，腫瘤は舌骨傍舌リンパ節
転移の診断に至った。

図８ 経過CT画像：縦隔リンパ節，胸骨リンパ節の転移を認める。左側 S８領域に転移性の
結節を認める（左▲矢印）。気管傍リンパ節は腫大し，右腕頭静脈は圧偏されている（中央
▲矢印）。左側坐骨に転移性の骨融解を認める（右▲矢印）。

３４２ 鈴木，他：早期に舌骨傍舌リンパ節へ転移を認めた舌癌
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疑う結節および坐骨部の融解が出現した。骨転移に
ともなう疼痛コントロールおよび，高カルシウム血
症に対し，転移した坐骨部に疼痛緩和照射８Gy／２
Fr およびゾレドロン酸４mgの投与を行った。XX
０１年２月には疼痛コントロールが困難となり入院，
その２週後に呼吸不全にて逝去された。

考 察

Rouvière１），Ozeki６）らの報告では，舌リンパ節
を，舌中央部の両側オトガイ舌筋間に存在する正中
舌リンパ節と，オトガイ舌筋あるいは舌骨舌筋外側
に存在する外側舌リンパ節に区分している。また，
鈴木らは，舌外側舌リンパ節を，顎舌骨筋後縁を境
界とし，顎舌骨筋内側の舌下間隙に存在する外側舌
リンパ節を前外側舌リンパ節，顎舌骨筋後方の顎下
間隙に存在する外側舌リンパ節を後外側舌リンパ節
に区分し，その臨床的対応方法について言及してい
る５）。さらにAndo らは２－４），舌動脈の走行に沿う舌
骨大角周囲深層の副咽頭間隙下端に存在する介在リ
ンパ節が舌骨傍領域リンパ節であると報告している
が，これら舌リンパ節に関する臨床報告は散見され
るものの，明確な区分は未だ統一された見解がない
（図９）。
舌癌における舌リンパ節転移の頻度については，

Ozeki らの報告では１４４例中３例：２．１％（正中舌リ
ンパ節転移１例，外側舌リンパ節転移２例）６），小村
らの報告では３１１例中４例：１．３％（正中舌リンパ節
転移１例，外側舌リンパ節転移３例）７），鈴木らは
１００例中４例：４％（前外側舌リンパ節転移３例，後
外側舌リンパ節転移１例）と報告している５）。また，
舌骨傍領域リンパ節転移の頻度は，Ando らの報告
では２），TNM分類T１およびT２の局所切除症例
において，２２３例中１４例：６．３％に後発するとし，鈴
木らは１００例中４例：４％に転移すると報告してい
る５）。以上のように，舌リンパ節全体の転移は１．４％
～６．３％と臨床上稀な転移ではあるものの，口腔が
ん術後の初回手術後における全症例のうち，約２０％
に後発リンパ節転移があることを考慮すると８），後
発リンパ節転移のうちの７～３０％程度が舌リンパ節
転移となり，この数は決して軽視できない頻度であ
ると考える。我々が渉猟し得た範囲内では，後発舌
リンパ節転移の時期に関して言及した報告はなかっ

たが，領域リンパ節の転移の平均経過月が概ね１２カ
月前後あることを考慮すると８），自験例のように術
後３週での転移は非常に早期であると言える。
舌リンパ節の診断は，領域リンパ節と同様に画像

検査が有用であり，前外側舌リンパ節転移は舌動脈
に沿う舌下間隙の腫瘤，後外側舌リンパ節転移は顎
下腺裏面の腫瘤，舌骨傍舌リンパ節転移は舌動脈基
部で舌骨大角周囲の腫瘤として描出される。また，
造影CTで辺縁増強と中心壊死（内部低吸収域）を認
めることが多いとされる９）。一方，病理学的診断に
は，臨床的に転移が明らかになった時点で，多くの
症例では既にリンパ節の構造が破壊されているた
め，切除・郭清が可能であった場合であっても，病
理学的にリンパ節転移の証明が難しいとの報告もあ
る４，７）。自験例では，画像で腫瘤を認めた後，早期に
エコーガイド下にFNAを施行した為，悪性細胞を
確認することができた。しかし，経過時間が長い場
合，内部壊死した細胞だけが残存し，膿瘍などの診
断となってしまうことが予想されるため，転移性腫
瘤の検査・診断には注意を要することが再認された。
また，これら４つに分類された舌リンパ節は，介

在リンパ節であるがゆえに領域リンパ節とは異な
り，術前に明らかな転移を認めない症例では，腫瘍
と郭清組織を一塊にして切除する術式（以下 pull-
through method）による切除・頸部郭清が選択され
た場合であっても切除・郭清の範囲外となることが
ある。特に頸部郭清術との関係として，後外側舌リ
ンパ節は郭清範囲内であるのに対し，正中舌リンパ
節，前外側舌リンパ節および舌骨傍舌リンパ節は頸
部郭清範囲外となってしまうため，転移を認めた場
合は，術式の選択に注意を要する。後発舌リンパ節
転移を認めた場合の分類別の治療方策として，正中
舌リンパ節，前外側舌リンパ節は口腔内病変として
切除手術が行われ，後外側舌リンパ節は頸部郭清，
舌骨傍舌リンパ節は郭清範囲外の頸部手術が必要で
あるとされている５）。
自験例では，pull- through method による舌亜全

摘及び両側機能的頸部郭清術が選択されており，舌
骨傍舌リンパ節以外の舌リンパ節は合併切除されて
いることになる。仮に術前検査において舌骨傍舌リ
ンパ節の転移が判明していれば，手術の際に舌動脈
基部の副咽頭間隙の郭清を予定術式に加えることが
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可能であった。同様な症例の反省から，Ando ら，
Umeda らは，頸部郭清時に舌リンパ節転移を想定
し，舌骨傍舌リンパ節や前外側舌リンパ節を摘出す
る手術手技を報告しているが２，１０），周術期，特に術
後早期の舌リンパ節転移の対応に関する判断は大変
に難渋する。
局所切除・頸部郭清術が施行された後に生じる舌

リンパ節転移の場合，解剖学的に郭清するべき脂肪
組織がないこと，臨床的に転移が明らかになった時
点で既にリンパ節の構造が破壊されていることを考
慮すると，癌細胞が播種性転移をしている可能性が
高く，手術の選択が困難であると考える。自験例で
はNCCNのガイドラインに準じて分子標的薬併用
放射線療法を選択１１），その後の継続的なCetuximab
に Paclitaxcel を加えた BCTのレジメンを選択した
が，化学療法開始から５ヶ月後に肺転移および骨転
移を認めた。
これは化学療法抵抗性の腫瘍であったか，術前の

時点で既に微小転移のある切除不能症例であった可
能性が考えられる。切除不能進行頭頸部癌におけ
る治療方針は，EXTREM Trial に基づく，CDDP＋
フルオロウラシル（以下５-FU）＋Cetuximab の３剤
併用化学療法が推奨されている治療となってお
り１１，１２），この治療によって一定の効果を得られた症
例における手術療法への治療姿勢の転換（Conver-
sion Operation）の報告が散見されるが１３），デメリッ
トとして化学療法無効時には，腫瘍の増大・進展に
より後続治療の選択肢が無くなることがあるため，
本例の様な全身状態が良好な壮年者では選択される
ことは多くないと考える。
本例のように，後発舌リンパ節転移をきたした場

合，後治療として根治的な手術が困難であることを
考慮すると，反側を超えるような舌癌の進行症例に
おいては，舌骨傍舌リンパ節の転移を念頭に入れた
術式，具体的には，初回手術に舌動脈と上甲状腺動
脈に挟まれた周囲の脂肪組織，副咽頭間隙前区の郭
清を目的に，上方は頸突舌骨筋，下方は上甲状腺動
脈をそれぞれ指標とした脂肪組織の郭清を追加する
か考慮する必要があると考える５，１０）。しかしなが
ら，これら口腔癌の超高度進展症例と言われる進展
症例における治療戦略は未だに確立されておら
ず１４），がん治療担当医は症例ごとに困難な選択を続
けているのが現状であり，より一層の症例集積が必
要と感じた。

結 語

術後３週目という非常に早い時期に，舌骨傍舌リ
ンパ節に転移を認めた予後不良舌癌を経験したの
で，文献的考察を含めこれを報告した。舌癌高度進
展症例においては，頸部郭清術に舌骨傍舌リンパ節
郭清を加えるかを，考慮する必要がある。
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A case of early metastasis of postoperative tongue cancer
to the parahyoid lingual lymph nodes

Taiki SUZUKI，Yuji HAMADA，Miho TAKAHASHI
Kazunari KARAKIDA，Haruo SAKAMOTO

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokai University Hachioji Hospital
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Lymph nodes are found along the lymphatic ducts． The lymph nodes near the tongue are called the
lingual lymph nodes． We report a case of tongue cancer metastasis to the parahyoid lingual lymph nodes
at ３ postoperative weeks in a４１-year-old male． The patient underwent bioradiationtherapy，but he died
８ postoperative months due to lung and bones metastases． It is necessary to consider adding parahyoid
lingual lymph node dissection to neck dissection in advanced cases of tongue cancer．

（The Shikwa Gakuho，１１７：３３９－３４５，２０１７）
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